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■はじめに 

 この報告は「ふるさと土佐土居廓中保存会（以下、保存会と記す）」が、平成２２年度「第６回住ま

いのまちなみコンクール優秀賞受賞」による新たな取組支援の「維持管理活動に関する調査費（活動費

含む）」を活用した平成２５年度活動内容（最終年度）を記すものである。 

 

 「第５回すまいのまちなみネットワーク総会・懇親会」（平成２５年６月２４日）に出席（出席数は

約１００名）。平成２５年度に取り組むにあたり、平成２４年度の報告内容と平成２５年度に関連

したことに確認をしたく、そのことについて簡潔に以下に記す。 

確認したかったこと 事務局側の返答 

①平成２４年度の報告内容について 

 

良かったということ。 

②平成２５年度で留意することについて 今後の事務局への要望を盛り込んでいただけた

ら良い。 

③ホームページ掲載内容について 

 

昨年同様、貴会よりの報告は、ほぼそのままで掲

載するほうが良いと判断。 

 

 【事務局よりの連絡事項】 

「ヒアリングにうかがいたい」 

実施日 平成２５年１２月 ７日（土）午後２時から 

 来訪者  大月 敏雄氏、住まいのまちなみ事務局 

   

総会では、今回受賞となった団体の自己紹介や講評に続いて、どの団体がどの団体に会ったらよ

いかをヒアリングや活動報告を基にして講演された。 

その中に本会も紹介されたので、講演の内容を以下に記す。 

 

【「住まいのまちなみのヒューリティックス（知恵）についてみんなで話し合ってみよう】 

  講師：大月敏雄氏 

 

 ■ヒューリティックスについて 

  どの団体がどの団体とお会いしてみたらということをこの場で話していきたい。 

  ヒューリティックスは数学の用語。問題を解く知恵という意味。公式ではなくどこかで見た問題だ

と特色あるパターンに対応した解き方。決してこの言葉を広めたい訳ではないが、問題を解くという

ことから、単に知恵という言葉ではなくこの言葉を取り上げた。 

  個別の知恵をみんなの知恵へ。今後、全部の団体にインタビューにうかがいたい。ご協力いただき

たい。 

 

 ■生みの親、育ての親 

  自分が住んでいるところがいつ頃、どういった手続きで開発されていったのか。伝統的なつくりや 
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近代的なつくりがある。 

  伝統的なつくりは土地があって住民が住み、家ができ、インフラができるといった流れ。近代的な

つくりは土地があるのは同じだが次にインフラができ、家が建ち住民が住む（建て売りか自分で土地

を購入して建てるかはあり）。 

  生みの親の意図するところが管理運営につながること。生みの親の理念を今後に生かすこと。まち

のコンセプトと違ったことをするとトラブルになる。このまちはこのようにしてできたといったこと。 

※「新千里南町３丁目住宅自治会」を紹介 

   この会の方より意見：１０年間、建築のコントロールがあったが、その後なくなった。１０年期

限か。自分たちが頑張ってきたことがなくなる。勝手に好きなようにされ

たら困る。続けていくことではないか。 

 

 ■育ての親（初期設定の修正） 

  重要な共有物や長期的な修繕計画が必要なもの（建物、樹木、緑地、共有地など）。 

  入居する人は管理と自治はイコールのものだが、その理解が得られない。管理と自治会が別の組織

はそれを見直して一体としていくこともある。 

※「団地管理法人諏訪野会」を紹介（特に意見をいうように話しをふることは無し） 

 

 ■育ての親（インフラの管理） 

  予想もしていなかったインフラの劣化がある。技術が変わった時にそれまでのことがいらなくなる。

その場合、コミュニティはどうなっていくのか。災害でインフラ自体が崩れた場合、どうなるのか。

マンション管理組合ではあるが、まちなみでは無い。 

  また金が多いと良いように思えるが、金が多いと監査も大変になる。税務対策が必要なところもあ

ると、そういったことはできていない。ボランティア活動での保険もどうなるのか。 

※監査が大変：「みずき町会」を紹介（特に意見をいうように話しをふることは無し） 

※ボランティア保険のこと：こしがや・四季の路管理組合を紹介 

   この会の方より意見：街路樹の枝が折れる。落ちて通る人にあたったことがきっかけ。その木の

管理について何がどう発生したときにどんな対応があるのかまだわから

ない。 

  

 ■周辺に影響を及ぼす育ての親（地域への展開） 

単にその個人のもの（生垣とか）が地域にとって大切なものになること。官民の境界を越えて活動

されている。 

※「ふるさと土佐土居廓中保存会」を含む２ヶ所を紹介 

（特に意見をいうように話しをふることは無し） 

 

 ■育ての親（まちの持続） 

  個々の努力の積み重ねでまちを残す。小さな積み重ねで地区の財産になっていくもの。 

  多様な主体や新たな世代で空き地や空き家対策に取り組む。 
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 ■プライバシーかコミュニティか、どちらが大事？ 

  それぞれを言う人もいるが両方大事となる。地域の人にやっかいになる年代がそれぞれ違うこと。

自分が子どものときは地域にやっかいになるのでコミュニティが必要だし、成長して自分でできると

やっかいになることもないのでプライバシーとなる。 

そのまま一生終えるとそのままでいけるが、自分に子どもが生まれると地域のやっかいになる。そ

して自分の親が地域のお世話になっていくし、そのうち自分も年をとるとお世話になる。年代が違う

方たちが暮らすことになるので、両方が大事となる。 

まちの持続性は、「自分たちが住む場所は先人たちよりの預かりもの」と言えるところであるよう

に思う。それが言えるかどうかになるのではないか。 

高齢化社会になっていくと、ある程度の非住宅機能の混成もありではと考える会かいかがか。「医」

「職」「住」の３つ。 

「医」は医療介護の施設が宅地内にある。「職」は食に通ずる職。職を通した生きがいで、空き家

があれば医・職はうまく活用できないか。「住」は医・職のある町ということ。 

その町の背景や成り立ちにもより、あうかどうかはあるが、例えばアパートができたらその地域の出

身の人が戻ってくることもある。アパートは築３０年たっても若い人が住むことがわかる。 

 

 ■質疑 

  出席者よりの建築協定や合意についての話があった。そのことについての講師の意見。 

  ⇒建築協定は絶対なものではない。裁判で負けることもあり。何かがあるときは合意形成をしてい

くしかないと考える。合意形成が崩れると町が崩れる。 

 

【会場の様子】 

   
総会（写真は休憩時 ）    大月氏による講演        懇親会の様子 

 

 

保存会では、これらの報告を兼ねて最終年度となる平成２５年度の活動計画を案内し活動に着手。 

平成２５年度の活動期間は、総会実施日より２月末までの以下の期間とした。 

 

※実施期間：平成２５年 ６月２４日 ～ 平成２６年 ２月２８日 

 

本年度は平成２３年度に提示した基本方針や意見交換会の意見と昨年度に取り組んだことを基

に、３年間の活動を礎に将来の支えあう地域づくりに向けて次への一歩としたい。 
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１ 継続した維持管理に向けての取り組み（受賞を契機に新たに取り組んでいること） 

①支えあう地域づくりへの次への一歩（取り組んでいる課題） 

    受賞を契機に過去２年間、以下のことに取り組んだ。 

   ※平成２３年度 

ねらいとした内容 活 動 

昔の土居廓中と今とを比較し、互いに話す場を設けることにつなげる 

（写真協力の呼びかけ） 

風景写真リスト

作成 

他県の武家町にお住まいの方の取り組みを知り今後に生かす 

（神代小路まちなみ保存会） 

神代小路 

視察・交流 

廓中全体の調和と連続性を守り育てていく活動につなげる 

（現地講習） 

生け垣の手入れ

講習 

今後の活動の可能性、活動計画の検討 

 
意見交換会 

 

※平成２４年度 

ねらいとした内容 活 動 

昔から今に伝わる武家町の形を知り故郷への思いを高め活動に生かす。 

（写真で見る土居廓中「いま むかし」） 
パネル作成展示 

廓中全体の調和と連続性を守り育てていく活動につなげる 

（現地講習・まちなみチェック） 

竹２段の生垣 

手入れ講習 

刈った竹の活用、処理のコンパクト化を考える 

（現地講習・まちなみチェック） 
粉砕機の活用 

毎日見ている通っている街路を歩き、暮らす者ならではの思いでめぐる 

（現地講習・まちなみチェック） 

ぐるっとめぐり

ウォーキング 

今後の活動の可能性、活動計画の検討 

 
意見交換会 

 

    実施可能なこととして挙げた中の過去２年間の検証をすると以下のようにまとめられる。 

実施したこと 成 果 

・生け垣講習 ・剪定バサミ、電動バリカンの使用時のポイントを学ぶ。 

・廓中に言い伝わっている刈り方を知る。 

・竹２段の刈り方を学ぶ。 

・同じ場所を期間を置いて刈ることで伸び具合などを知る 

・刈ったものの処理や活用を考える（粉砕機の活用）。 

・地域で交流を増やす ・昔の土居廓中の写真をパネルにし展示会を開催。 

・廓中ぐるっとめぐりウォーキングを開催。 
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実施できていないこと 今後の課題 

・７月に生け垣を刈って、 

たなばた会 

・将来の支えあう地域づくりにつなげるよう地道に活動を積

み重ね、助け合う方向性を見つけ出すこと。7 月は生け垣

ものびるし、夏に向け活動したらその後、お疲れ会。 

・お疲れ会は季節の行事や暮らしの知恵とあわせて実施。７

月は七夕。江戸にあった武家町の風習、地域の歴史民俗の

風習ってどんなことを知るもまた楽し。 

・側溝の石を整然とする ・廓中めぐりや写真パネル展示を継続し、廓中の特徴である

区割りのラインを保全する意識をより高めたい。 

・連続した風景が時代を超えて受け継がれていることより、

歯抜け状態や直したい場所の石は、住民のみでおこなうよ

り予算を伴う新たな制度を活用し、関係機関と話をしなが

ら進めていく方が良いのではないかと考えるがいかがか。 

 

平成２４年度は地域の学校への呼びかけを提示していたが、具体的なことにはならなかった。 

「七夕」に関することでは、この時期に何かしている、していたことがあるをたずねる機会にな

った。江戸や他の地区での風習は資料や博物館の展示で知るが、この地区で聞いたのは数軒ではあ

るが、その方たちによると特に何もしていないことを話された。「七夕」に関して特に何もしてい

ないところに無理にすることはないの考えもある。ただその時期は竹が伸びるので活動と親睦を深

めることを組み合わせて検討するのもありではと、このことは七夕の季節に限らずのことと考える。 

 

提示した３カ年の基本方針より、平成２５年度の方針は以下とした。 

・地区の長い歴史の中で暮らしの中で住まいに関連すること、町並みを構成するものの把握、

町並みについて共有できるもの等をまとめて冊子にし、後世に伝えることや今後の維持管

理活動等に活用し、直面する課題への取り組みを通した実践の場の試みとあわせて、継続

できる維持管理活動となる地域コミュニティ構築を目指す。 

 

平成２５年度活動へ展開として、３カ年の方針や意見交換で出た意見より実施可能な内容、継続

した活動をふまえると以下のことがあげられ、そのことが「取り組んでいる課題」となる。 

ねらい（＝取り組んでいる課題） 活 動 

・廓中全体の調和と連続性を守り育

てていく活動につなげる 

・実践の場をより多く持つ 

・互いに話す場を設けることにつな

げる 

生け垣講習の継続 講習で学んだことの実践 

地域での交流、町な

み、コミュニティづ

くりに関すること 

日頃の清掃活動との関連や毎

日見ている風景を知る活動の

中に親睦を深める要素を盛り

込む 
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本年度もねらいとしたことが成果として結びつくよう継続した活動を基本とし、現地講習は自主

的に呼びかけをおこなった。実施にあたっては状況をみながら内容や日時を調整することになる。

また地域の歴史や実践の場を学ぶ児童・生徒の学習に寄与できるよう地域の学校への協力や呼びか

けを引き続き提示してみた。 

  

  ※平成２５年度活動への展開（平成２５年７月～平成２６年２月） 

活動計画 実施時期 

■写真で見る土居廓中「いま むかし」パネル展示 

白蓮まつり（安芸城跡） 
７月 

■現地活動（自主活動） 

 「生け垣講習で学んだことを実践」 
８月 

■すまいのまちなみ総会の報告 

■現地活動 

 「廓中ぐるっとめぐりウォーキング」 

秋 

■現地講習 

「暮らしの中の刃物と刃物研ぎ講習」 

■写真で見る土居廓中「いま むかし」パネル展示 

  地区民運動会（安芸市立土居小学校） 

■聴き書き 

秋～冬 

■現地活動 

 「廓中ぐるっとめぐりウォーキング」 

■３カ年活動報告作成（廓中全世帯配布） 

■意見交換 

「３年間のまとめと今後の展開」 

■小冊子（仮）作成 

（意見交換の後に作成、全世帯配布） 

冬 

 

※地域の学校への協力や呼びかけ 

活動計画 実施時期 

■土居小学校６年生風景学習への参加協力 

（保存会内で参加の希望を募り、学習のねらいや進行、内容など提示） 

 「写真で見る土居廓中」パネルもこの前後に学校側がよければ学校に貸出を

検討してはいかがか。 

１１月１５日 

■生徒、学生への呼びかけ 

（呼びかけするにあたっては保存会の活動が基盤にあり、学校側に成果を提示

できることが前提。その上で、生徒や学生、学校側の意向（学校の授業の一

環、課外活動、等）と調整要） 

未定 
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※平成２５年度収支の検討 

【収入】                                

項  目 内       訳 

活動支援金 平成２５年度活動支援分 

  

【支出】                                

項  目 内       訳 

事務用品費 
コピー用紙、インクカートリッジ、ファイル、他 

 

活動費 
現地活動、現地講習等にかかる経費、他 

 

通信運搬費 
封筒、郵便代、他 

 

傷害保険費 
現地活動、現地講習、まちなみチェック 

 

報償費 
講師謝金 

 

委託費 
資料集（仮称）作成費（廓中全世帯配布 印刷製本）、 

 

旅費 
６/２４総会出席（高知東京 1泊往復フライト） 

 

  

 

②平成２５年度の活動（その課題を選んだ理由） 

昨年度の報告書同様、「住まいのまちなみコンクール」で評価され受賞となったことを振り返る。 

江戸時代に武家屋敷として地割りされ、当時の道幅や土用竹、生垣を残しつつ現在に続くまちな

みが形成された地区において、地域の方たちが主体となって伝統的文化の街を保存、再生し、後

世に伝えようとしていること。 

その受賞にあたり、以下のことが期待されている。 

我が国の歴史地区には共通した悩み（歴史的遺産を積極的に活用して活性化をはかりたいと望む

一方、観光地化による喧噪の街にしたくないこと。高齢化が進む中で維持管理を継続することが

困難になりつつあること）がつきまとう。保存会ではこの課題を克服するモデルケースになり得

る。この地区で長年培われてきた地域力を生かし、新たな保存活動に向けて今後もチャレンジさ

れることに期待。 
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   活動方針に沿い、評価や期待されていることを念頭におき、本年度の活動計画を具体的に検討し、

その都度、案内を作成。廓中全世帯に配布し参加を呼びかけた。 

※平成２５年度活動計画                                  

 １【現地活動（自主活動）／生け垣講習で学んだことを生かす実践】 

ねらい 昨年度、講習で使わせていただいた生け垣で引き続き実施。日頃よりしていること、

講習で学んだことを生かして、参加者が状況をみながら協力して実施。「将来の支え

あう地域づくり」につなげるよう、その方向性をさぐる。 

日 時 
平成２５年 ８月１０日（土） １６：００～１７：００ 

※集合場所：実施場所 

内 容  １）生け垣講習で学んだことを生かす実践 

 

２【現地活動／廓中ぐるっとめぐりウォーキング】 

ねらい 昨年度に引き続き実施。本年度は南側エリアを思いでめぐる。今回は安芸城跡の敷地

内にある五藤家安芸屋敷の庭園に入らせていただきお茶を味わい親睦を深める。 

講 師 講師は特になく皆で気軽に参加（案内役として保存会で歴史民俗の方 １名） 

日 時 
平成２５年 １１月 ２４日（日） １０：００～１２：００ 

 ※集合場所：安芸城跡のお堀からの入口（大手門）（保存会石碑前あたり） 

内 容 

 

 １）廓中に暮らす方たちならではの思いでぐるっとめぐる 

 ２）五藤家安芸屋敷の庭園でお茶を点てて味わい親睦を深める 

 

  ３【現地講習／暮らしの中の刃物と刃物研ぎ講習①】 

ねらい  まちなみの手入れで欠かせない道具の「刃物」。その道具の手入れも大事。 

 廓中は古くは武家町。土居にも以前は鍛冶屋があり、暮らしの中の刃物を知る。 

講 師  ・暮らしの中の刃物：講話／安芸市立歴史民俗資料館 学芸員 

 ・刃物研ぎ講習：造園職の方 １名 

日 時  平成２５年 １２月 １５日（日） ９：００～１２：００ 

会 場  安芸市立歴史民俗資料館、土居公民館 

内 容  １）暮らしの中の刃物、刀剣、 

 ２）刈り込みバサミ 研ぎ講習 

 

４【現地講習／暮らしの中の刃物と刃物研ぎ講習②】 

ねらい  清掃活動や暮らしで使う「刃物」。刃物の専門家を招き、刃物の構造、研ぎ方を学ぶ。 

 暮らしの中で研ぐ感覚を忘れないようにしたい。 

講 師  刃物の専門家 １名 

日 時  平成２６年 １月 １９日（日） １０：００～１２：００ 

会 場  土居公民館 

内 容  １）刃物の構造 

２）刃物研ぎ講習 
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５【パネル展示会】 

ねらい 土居をはじめお住まいの方たちが多く集まる場で、昔から今に伝わる写真を提示し、

当時を知る方、はじめて見る方たちと話す場となり、時代とともに移り変わるもの、

いつの時代も変わらないものを見て、これからの風景を思っていただく場とする。 

日 時  平成２５年 ７月の白蓮まつり、１０月の地区民運動会 

会 場  白蓮まつり（安芸城跡）、地区民運動会（土居小学校） 

内 容  １）「昔から今に伝わる土居廓中の風景」 パネル展示 

 

６【現地講習／廓中ぐるっとめぐりウォーキング 安芸城跡の森・お堀】 

ねらい  毎日見る安芸城跡の森。土居廓中の中心である安芸城跡にしぼって植物の専門家を招

き、安芸城跡の森の特徴を知り、日頃の清掃活動や今後に生かす。 

講 師  植物研究家 １名 

日 時  平成２６年 ２月 ２日（日） １０：００～１２：００ 

会 場  安芸城跡 

内 容  １）安芸城跡の森をめぐる 

 

７【意見交換会】 

ねらい  日頃の活動のお疲れ会を兼ね親睦を深め、３年間の活動を礎に将来の支えあう地域づ

くりへの次への一歩について意見交換。 

日 時  平成２５年 ２月 ２４日（月） １９：００～２１：００ 

会 場  土居公民館 

内 容 

 

 １）事例報告：安芸城跡の堀の蓮の保全について 

２）意見交換 

・平成２５年度の振り返り、３年間の活動と成果、今後について 

 

このようなことに取り組むにあたり、課題として選んだ理由を以下に記す。 

課題を選んだ理由 

・保存会発足時より基本としてあることで今後も歩んでいくことが前提である。一方、昔ながら

してきたことがそうはいかなくなり、調和と連続性を守っていくことへの対応を考えなければ

ならなくなる時期でもあるのではないかと思うと、直面してから考えるのは避けたく、今回の

受賞のタイミングはタイムリーであったと考え、受賞の評価と期待もまさにそこにある。 

・昔から今に伝わる風景の写真を見る中で、既に昭和４０年代より面影が失われつつあることを

危惧する表現があることを知り、保存会の発足と長年の活動の積み重ねは意義あるものとあら

ためて感じた。 

・基本としてあることが継続できれば良いが、将来そうならなくなった場面で困らないように、

３年目の目指すところとした「継続できる維持管理活動となる地域コミュニティの構築」にお

いて、日頃のことと関連性を持ち、地域の親睦を深めることを組み合わせて課題を選んだ。 
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③平成２５年度活動計画（取り組んだ課題と選んだ理由に基づく活動の手法） 

１ 「生け垣講習で学んだことを生かす実践（自主活動）」 活動の手法と報告  

・と き：平成２４年 ８月 １０日（土） １６：００ ～ １７：００ 

・ところ：土居廓中 

・出席者：１３名  

※今までの２年間の成果として学んだことを自ら実践 

高知県西部で４０度を超える暑さだったこの日。夏は暑いものと思いながらも、この日は「居

場所がない」と思うぐらい。くれぐれも無理のないように話してからはじめた。 

昨年度、生け垣の講習として使わせていただいた竹２段の生け垣で引き続き実施。昭和５０年

代の写真を今一度みたり、日頃より刈っていること、講習で学んだことを生かして刈りこみ、こ

の日は南北の通りと敷地北側の東西の通りの生け垣の手入れをおこなった。 

    竹の生け垣の側面は電動バリカンで刈っていき、その後、刈り込みバサミで整え、上側は数名

の方が両側で刈っている人の高さを互いに見ながらそろえていく。その際、廓中で長年してきた

刈り方（道路側より敷地側に向けてやや斜めに刈る）でされる方もみられた。 

    住まいのまちなみ活動計画でねらいとしている「将来の支えあう地域づくり」につなげるよう、

今後もこのような活動を通して、その方向性を見つけていきたいと思う。 

  

   
南北の通りでの実践                   東西の通りでの実践 

 

  
南北の通り実施後               東西の通り実施後 
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２ 「廓中ぐるっとめぐりウォーキング」 活動の手法と報告  

・と き：平成２５年 １１月２４日（日） １０：００ ～ １２：００ 

・ところ：土居廓中 

・出席者：２０名  

    

この日は風もなく穏やかな日和に恵まれ、今回は安芸城跡から南側エリアをめぐる。 

前回同様、1700年代後半から 1800年初期ごろの土居廓中の絵図「安喜土居内外細図（安芸市

立歴史民俗資料館 蔵）」を資料に活用させていただき、廓中で暮らす方ならではの思いで廓中

をめぐった。安芸城跡大手門の保存会石碑前に集合。案内役は小林和香さん。安芸城跡大手門よ

り出発。今回、廓中の活動で五藤家安芸屋敷の庭に入らせていただき、ぐるっとめぐったらそこ

で一休み。穏やかな日和の中、お茶を味わい庭を眺めながら、ゆったりとした時間の中、親睦を

深めた。 

場 所 その場所の思い出やあれこれ話 案内役の「ワンポイント 土居廓中」 

安芸城跡大手門 

 

 

 

 

・桑畑が多かった。土居のあちら

こちらで蚕を飼っていた。城跡

内も桑畑。戦時中～戦争が終わ

ったころに食糧難で芋畑にかわ

って戦後は復活しなかった。 

・前回も話しましたが門があった。 

・現在の道路から土橋へ入るところはやや斜

めになっていた。明治になってから荷車が

入るのでスロープになった。江戸のころは

３段の階段だった。 

安芸城跡お堀 ・蓮は昭和１０年ごろはあったし

西の堀にもあった。 

・堀の桜は戦後に植えた。 

・堀の前に蔵があったのを覚えて

いる。蔵の向こうに広場があっ

て五藤家の事務所があった。 

・江戸の頃、堀の前には家臣の教育をする学

校があった。 

・お堀から東へ流れている水路は絵図にもあ

る流れ。この石積みは江戸のころかもしれ

ない。 

・今は緩いカーブだが「枡形」のところ。 

安芸城跡お堀～

東町かいわい 

・昔は東町は全部田んぼだった。 

・この辺の水路でヘイケボタルが

いるのを６月１日前後にみる。 

・北から南へ流れる小さな水路には橋があっ

た。 

県道ﾊﾞｲﾊﾟｽ沿い ・安芸川には渕があった。 ・「からぶち」という場所がありました。 

土居保育所西側

～廓中ふるさと

館前の通り 

・江戸の頃、「大東」といった。 

・絵図の前町沿いの家で昭和の初

め頃まであった家があった。 

・今ある家で古くからあるのは昭

和１６年頃。瓦の練り塀はその

前の昔からある。 

・廓中は昔、２５軒。 

・「前町」の通りは、江戸の頃はえらい人が住

んでいた。道幅は２間（けん：１間は６尺

（約 1.8ｍ））。 

・安芸城跡より南へ行く道は幅広かった。 

・絵図の前町沿いの大きな敷地は１軒の屋敷

で与力。大きな門があった。明治になって

４つに分割された。 
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場 所 その場所の思い出やあれこれ話 案内役の「ワンポイント 土居廓中」 

 ・ウチでは今も普通に「前町」と

言う。 

 

土居公民館北側 

～四ツ辻へ行く

南北の通り 

・水路が暗渠になる前は流れに降

りていける所が数か所あった。 

・「キコク」を垣にしていた。キコ

クってカラタチだったか？ 

・ウチでは今は竹だがその前は杉

の垣だった。 

・子どものときと同じ。 

・四ツ辻では節分のときの思い出

があった。 

・北に忠魂碑が見えるからここを

通るときに思いもあった。 

・竹が黄色いのは何でだろう 

（陽あたり具合とのこと） 

・板塀があったのを覚えている。 

・昔は桑畑があった。 

・降りていく所を「くみじ」と言う。 

・絵図では生け垣の樹種を記していて杉の垣

があったことがわかる。今、廓中にある杉

の垣。 

・前町から四ツ辻に行く南北の通りの入口は

段になっていた。今はスロープ。 

・西側の堀よりやや西よりのところに西の枡

形があった。 

安芸城跡大手門 ・堀の外来種の生き物は何とかし

ないといけないのではないか。 

 

 

この日は本当に穏やかな日和で天気の良かったこと。用事をされる方も多かったと思う。めぐっ

ているときも用事をされている方たちとお会いし話をしたことだった。 

昔から今に伝わる町並みの中で、あらためて確認できたこと、思い出したこと、知ったこと、大

事にしたいことなど、いろいろ感じることができた。今後もご指南くださるようお願いしたい。 

今回、廓中めぐりを実施するにあたり、めぐった後はお茶を味わいながら親睦を深めたらと思い、

場所は五藤家安芸屋敷の庭に入らせていただけたらと、お茶はお抹茶を味わい楽しめたらと、地区

の方々や安芸市立歴史民俗資料館に相談し、ご協力をいただいた。 

当日のお茶のおもてなしをしてくださった皆さん、心をこめた、まさに一期一会の場に感謝申し

上げる。参加、ご協力いただいた皆さんに重ねて御礼申し上げる。 

平成２３年度より３ヶ年取り組む「住まいのまちなみ活動計画」は、この取り組みを通して、あ

らためて地区のコミュニケーションを呼びかけることができる機会となった。このことは今後の基

盤ができるものと、その成果は少しずつではあるが着実に出るものと確信する。 
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今回、五藤家安芸屋敷では紅葉がきれいだった。お茶のおもてなしをしてくださった方が秋の草

花を活けてくださり、紅葉とあわせて庭の風景を掛け軸に見立てて、お茶を点て味わうことができ

た。廓中にお住まいの皆さんの廓中への思いならではの場ではないかと、廓中でしか味わえない時

間かと、また出来たらと思う。 

  
絵図と見比べながらめぐる。水路や道は今と変わらない場所にあることで、昔から今に伝わる廓   

中の武家町の形を今一度、確認でき、貴重な話が次々と出てきて大変ありがたく思った。「前町」

をめぐるときは道幅２間や絵図の家が昭和の初めごろまであったという風景を思い描いた。 

 

  
「子どものころと同じ」。そんな言葉をご年配のかたよりうかがえたのは、ありがたい思い。若い

世代が年を重ねても、未来の廓中に住む人たちも「そう言えばそんなことを言っていた」とつなが

っていくよう、受け継いでいきたい思い。五藤家安芸屋敷の庭でお茶で一休み。よかったと思う。 

 

  
お茶のおもてなしをしてくださった皆さんに感謝 
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３ 「暮らしの中の刃物と刃物研ぎ講習①」 活動の手法と報告  

・と き：平成２５年 １２月１５日（日） ９：００ ～ １２：００ 

・ところ：安芸市立歴史民俗資料館（館内）、土居公民館（屋外） 

・出席者：５名 

 

まちなみの手入れで欠かせない道具の「刃物」。道具の手入れもまた大事。刃物研ぎには水を

使い、寒い時期に水を使うので穏やかな日和に恵まれたいと思っていたところ、当日は寒い日だ

った。数名の参加状況にどうしようかの話をしながらだったが、少ないなりに状況をみながらお

こなうことにした。安芸市立歴史民俗資料館へ行き、講話を聞かせていただくことよりはじめた。 

 

１）「暮らしの中の刃物」（講話：安芸市立歴史民俗資料館 学芸員 門田由紀さん） 

  廓中は古くは武家町。今回、武士の刀について差支えない範囲でお聞かせいただけたらとご相

談していた。安芸市立歴民俗資料館より特別に刀剣をご提示いただき、わかりやすく話してくだ

さった。 

刀剣 

基本的なこと 

■必携のもの ・「刀剣登録証」を必ずその場に示すこと 

（美術的なもので持つということ） 

■刀剣の名称と長さ ・「太刀（たち）」：長さが二尺三寸 

・「脇指（わきざし）」：長さが一尺～二尺以内（約 30～60cm） 

・「短刀（たんとう）」：長さが一尺以下 

■刀剣以外のもの ・「槍（やり）」：両方に刃。もともとは槍がメインであった 

・「薙刀（なぎなた）」：女性向きの印象があるがもともとは男

性 

■刃が上を向く、下を

向く 

・博物館や美術館、資料館で刀剣の展示を鑑賞するとき、刃が

上を向く、下を向くがあり、それはどのように腰に差してい

たかによるもの 

・脇指は刃を上にして、太刀は刃を下にして腰に指す 

 

  刃の基は「玉鋼（たまはがね）」を用い、叩いて叩いて一本の刀になっていくと話され、刀剣

の展示で見たことがあっても、生で見るのははじめてで、実際に手にとって重さを体感した。 

   お馴染みの「つばぜりあい」「せっぱつまる」の言葉は、刀剣よりというのを実感。 

   錆がくるのでこないように月１回の手入れがあると話され、今回、特別に「太刀」を使ったそ

の様子を見学させていただいた。見ている側も心して、お恐れながら、慎重に、である。 

 

刀剣を見る、 

実際に手入れ

を見学する 

■刀を鞘から抜く 

刀を柄からはずす 

・鞘（さや）より刀を抜くとき要注意、入れるときも難しい 

・柄から刀をはずすのに抜き方あり 

■刃にある溝 ・切って血が流れるもの。次第に飾りになっていく 

■手入れ ・「打粉（うちこ）」、「丁子油（ちょうじあぶら）」の実施 

（古い油をとって、新しい油をつけて、錆びない手入れ） 
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   刀の柄の下（柄頭）を左手で持ち、右手を拳にして軽く左の手首を叩いていき、柄から刀をはず

していき、刀の傾斜や叩く加減に見入っていた。なかなか抜けないときの道具も自ら作られたと話

される。刀の油をふいたり、刀に油をつけたりするのに「奉書紙（ほうしょかみ）」という硬い紙

をもんで使うと話されるが、なかなかないため代用品でされるとのことをうかがった。 

古い油や汚れを拭（ぬぐ）い、そして「打粉」。時代劇でよくみる刀にポンポンとあてる様子、

まさにそれ。打粉は砥石の細かな粉と聞く。同様に拭い、きれいにする。状況により繰り返しおこ

なうとのこと。 

専門家の指導の基、差し支えない範囲で打粉を体験。拭うのは「棟」側（刃のないほう）は、落

ち着いてだが、さすがに「刃先」側は、超緊張の恐る恐るで、貴重な特別な経験だった。 

やってみる ■「打粉」の体験 ・実際にポンポンと叩き、拭ってみる 

   

  片付けるにあたり刀の銘を皆でみさせていただいた。そして、柄に取り付けるとき、「目釘穴」

について説明される。この刀には２つ穴が空いていて、この刀は、かつては刃が長かったことがわ

かることをうかがう。（傷がついたり折れたりしたものをあらたに使う工夫） 

実際に手入れ

を見学する 

■片付ける ・丁子油をつけて拭う（油のつけ過ぎに要注意） 

■刀を柄につける ・鞘はホオノキでできている。保存は保存用の鞘がある 

   

  刀剣から暮らしの刃物について話が移る。かつて安芸市伊尾木にあった鍛冶屋の昭和 11年の商

品一覧を見させていただいた。山の道具を主に作っておられたところ。土居に鍛冶屋があったのを

ご存じの方もおられることと思う。今でこそ量販店はじめ、道具を手に入れることができるが、道

具は全てオーダーメイドの時代だっただろうし、自分の年齢や使う場所によってはそれにあう道具

も必要であり、その後の修理や維持管理も担われたと思う。だから村に一軒、鍛冶屋さんがあった

のだと思う。土居の鍛冶屋のことで、いつ頃まであったのか、どんな刃物を主にされていたのかな

ど、ご存知でしたらお教えいただきたい。参加者が自宅にある山仕事の刃物類を持参しており、歴

民館内で並べて見たことだった。次の開始時間を過ぎており、土居公民館へ徒歩で移動。 

 

２）「刈り込みバサミ 刃物研ぎ講習」（講師：川竹宏昌さん） 

  天気も良いことより、土居公民館の南側の屋外で実施することにした。今回、砥石（中仕上げ用 

粒度 1,000 標準型）とバケツを借用し準備。 

  刈り込みバサミが切れるかどうかの確認は、芝を刈ってみるとわかりやすいと話された。 

  切れないハサミは、芝を「はさむ」ようになるとのこと。参加者が公民館南側の芝でやってみる

と、本当に「はさむ」だった。 

刃物研ぎ 

準備 

■砥石 ・水を入れたバケツに砥石を入れる（泡が出なくなるまで） 

■刈り込みバサミ ・刃物も水に入れて、金ブラシで汚れを落とす 

・刃の裏は研がないので汚れを落とす。潤滑油でマメに手入れ 

 （刃の方には潤滑油をかけない） 

■台をかまえる ・角材とかがあれば砥石を置く台にすると研ぎやすい 

・砥石に対し正面に座ること 
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刃物研ぎ実演と

そのポイント 

■刃について 【刈り込みバサミを開き切っておこなうやり方で実施】 

（刃物の専門家では刈り込みバサミは刃をばらして研ぐと聞く） 

・砥石に刃が食い込まないように注意し、刃の水平を保つ 

・刈り込みバサミの研ぐ面はできあがっているので、面にそって研

ぐ。砥石にあてる角度は今ある面にそって研ぐ 

・刃を引くときに力を入れる（押すときは力を入れない） 

（刃物の専門家では押すときに力を入れると聞く） 

・同じところではなく、ちょっとずつ、ずらしながら研ぐ 

・簡単に見えるが時間がかかること 

・面で研がず刃先で研いでしまうと鋼（はがね）がなくなって、鉄

になってしまい切れなくなる 

・一回一回、研ぐのはゆっくりで良い（ついつい早くしてしまいが

ち） 

・一ヶ月に一回、しっかり研いでおく 

・裏は研がないが、しっかり研げたら、仕上げに裏側よりが刃先を

砥石でなでるようにする 

■砥石について ・研いで砥石についた汚れのように見えるものは、砥石の細かなも

の。その都度、水に洗い流なさい。その細かい粒子も研ぐ役をし

ている（先ほど見た刀の打粉に通じることと実感） 

・コンパクトで携帯に便利なサイズがあるが、砥石を持って砥石を

動かしながら刃を研ぐことはせず、砥石は台に置き刃物を手で持

って研ぐこと 

 

   各自、持参した刈り込みバサミを研ぐ実習に移る。なかなか根気のいることを実感した。 

ある程度研いだら研ぎ具合をみていただいたり、芝を「はさむ」から「刈る」になったかどうか

やってみたりした。終了時間が近づき、試し刈りとして、土居公民館南側に植樹した桜の周囲を刈

ることをしてみた。 

  
講師の実演                 あとは研ぐべし 
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４ 「暮らしの中の刃物と刃物研ぎ講習②」 活動の手法と報告  

・と き：平成２６年 １月１９日（日）１０：００ ～ １２：００ 

・ところ：土居公民館 １階和室 

・出席者：１３名 

 

日頃の手入れや年６回の清掃で鎌を使われる方、毎日使う刃物が包丁の方もおられると思う。 

刃物を使うとき、切れ味が良いと、力も無理なくスパッと切れ、仕上がりも美しくなる。 

高知県の土佐山田町周辺は「土佐打ち刃物」の産地で、「土佐打ち刃物」は全国で高い評価を

得ている。今回、その土佐山田町より刃物の専門家をお招きし、刃物の構造を知り手入れを学ぶ。 

長年、継続している清掃活動をはじめ、今後のまちなみ維持に気持ち良く活動できるためにも、

日頃使う道具の手入れは大事で、暮らしの中で研ぐ感覚を忘れないようにしたいものである。 

この日は高知県内でも雪が降るという天気。前回の講習より寒い日。当初予定したように室内

での実施で、室内にブルーシートを敷き、バケツと水などの準備。地区長があらためてお声掛け

をされ、寒いなか、集まったところではじめた。 

 

１）「刃物研ぎ講習」（講師：田村有三さん（土佐刃物流通センター）） 

   参加者に資料配布。安芸にも鍛冶屋があり、今はなくなってしまったが、山師の人がそこの鍛

冶屋の鉈（なた）でないといけないという、切れ味よかった刃物を作っていたことをはじめに話

され、持参された天然砥石を提示いただいた。 

刃物の構造について 

（図で解説） 

・刃物には「片刃」「両刃」があること 

・鋼（はがね）の構造を知っておかないと切れなくなること 

砥石について ・天然砥石は水にそんなにつけなくても良い 

・水に入れるのは人工砥石にあてはまること 

（使用前には泡が出なくなるまで水に入れる） 

・切れ味を求めたいときは「5,000番」以上の砥石を構えると良い 

・刃こぼれしたときは荒研ぎ用を使用 

・３～４種類が理想 

荒研ぎ用（金剛砥石など 刃こぼれしたとき） 

中仕上げ用（600番ぐらいまで） 

仕上げ用（800番～3,000番）（1,000番でも刃はつく） 

小刃付け用（5,000番以上 または天然砥石） 

今回も前回同様、中仕上げ用 粒度 1,000 標準型の砥石を準備。これは人工砥石なので水へ入れる。 
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研ぐときの注意 

【位 置】 

【あて方】 

 

 

 

 

 

 

【力の入れ方】 

 

【確 認】 

 

 

 

【研ぎ汁（泥汁）】 

 

【研ぎ方の違い】 

 

 

 

・手元を少し上げるぐらいが研ぎやすい（砥石の下に布をあてるのでも良い） 

・砥石は全体を使って研ぎ、「馬の背（砥石の中ほどがへこまない）」ように

すること（馬の背になったら早めに直すこと） 

・砥石に刃物をあてるとき刃を前にして角度をつける（刃物を斜めに持つ）

と砥石の手前の角でも落ちないし、先の角でも落ちない 

 （砥石に対して直角にあててしまうと砥石の中央部で研ぐことになり、「馬

の背」になるのではないだろうか） 

・研ぎ際より研ぎ始める 

・刃物研ぎをしている私たちは「押す時」に力を入れており、刃がつきそう

になったら「引く時」に力を入れる（刃が欠けにくくなる） 

・刃物を立てすぎて先しか研いでいない場合があるので注意 

 （面になっているところで研がないと鋼が出てこない） 

・先だけ研ぐとすぐに切れなくなる（先だけ研ぐのはあまり薦めない） 

・最後は引く時に手前を上げる 

・研ぎ汁は流さない（泥が乾かない程度に水をかける） 

・泥がいい刃を作る 

・片刃は表面を研いで、裏面は「まくれ（ざらざらしたもの）」を取るだけ 

・両刃は表、裏面から「まくれ」が出るまで研ぐ 

・両刃は交互に研ぐ 

※講師の実演（包丁を研ぐ） 

 
 

 

 

角度をつける 斜めに持つと手前の角でも落ちない 

先の角でも落ちない（砥石全体を使う） 

人工砥石は泡が出な 

くなるまで水に浸す 

砥石の手前を上げる 

（この写真では布を敷く） 
押す時に力を入れる 

（鎌を研ぐ） 
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他の刃物について 

【鋏（はさみ）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ノミ、カンナ】 

【造林鎌】 

 

 

 

【替え刃式の鋸】 

【ステンレス】 

 

・鋏は全部、片刃（かみ合わせで切れる） 

・どんな良い鋏でも、かみ合わせが悪いと切れない 

・鋏を研ぐ砥石と包丁を研ぐ砥石は違うもの 

・自分で研いで切れなくなったというのは中（刃の裏面）を研いでいないか

注意（すき間ができて切れなくなる） 

・鋏を専門に研ぐ人は鋏をばらして刃全体を研ぐ 

・できれば分解して片刃の要領で研ぐ 

 （前回は鋏をばらさずに研ぎ、引く時に力を入れてしたが、ばらさずにす

ると、その方が研ぎやすいのではとのこと） 

・ばらして研いだ後、かみ合わせに注意して取り付ける（ボルト式で締めす

ぎると浮かして叩くとか微妙に調整） 

・ノミやカンナは研ぎ方がまた違うもの 

・山で下草を刈る柄の長い造林鎌も基本は柄を外して研ぐ 

・どうしても地面に近いところでの作業が多いので、先が丸くなったり、刃

が曲がったりする（柄の取り外しや組み立てがあるので柄を付けたまま研

ぐこともある） 

・替え刃式の鋸（のこぎり）は刃を取り換える方が良い 

・ステンレス製（包丁など）は薄く研ぐとヨレヨレになる 

刃物の手入れ 

 

 

 

 

【包丁について】 

 

 

 

 

 

 

【こんなになった】 

・使用後は汚れを落とす 

・いつも使う刃物は熱い湯をかけて、よく拭きとる（湯の余熱で水分が蒸発）

（錆びにくくする） 

・刈込鋏も湯をかけて良い・切れ味が落ちてきたら早めに研ぐ 

・長く使用しない刃物は刃物油で拭き新聞紙などで湿気のないところで保管 

・和包丁の柄は早めに取り替えていくと長持ちする 

（水が柄の中へ入り込み腐っていく（気になる人はロウソクで入り込みに

くい用に工夫されると良い）） 

・料理がすんだらすぐに洗い、すぐに拭きとる（水に流してそのまま包丁さ

しに置かない（濡れている段階から錆びていく）） 

・料理ができても、できたらすぐに食事にしないで、包丁の汚れを落とし湯

をかけて拭きとることをしてからをお薦め 

・鎌で刃が丸くポコポコかけるのは良い組織の刃物 

砥石の保管、他 ・天然の砥石は乾燥すると割れるので布でまく 

・人工砥石は使っても泥を流さずに置いておく 

・携帯用砥石は山仕事のときなどに持参するが、刃の先だけを研いでしまわ

ないように注意 

本日のこと ・室内なので床が水で濡れてはいけないから、やりにくい水受けのトレーの

中に角材を台にしているが、実際は自分にあった台ですること 
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    「刃物を研ぐ」といっても、刃物の種類や状況によりいろいろあることをあらためて実感し

たり、今まで家で研いでいた方も自分がしていた研ぎ方が違っていたことに気づいたり、真剣

なまなざしで刃物に向かい合って研いだり、あらためて研ぐ基本を学んだ貴重な時間だった。 

    講習を終えるにあたって講師よりのコメント。 

   「刃物を研ぐ時は砥石の全体を使って研いでください。そして研ぐことに慣れてください。 

   家で研ぐ時に、次の世代にもぜひ伝えてください。」 

ご多用の中、また寒い時期にご指導賜り、感謝。 

 

５ 「パネル展示会」 活動の手法と報告  

・と き：平成２５年 ７月 ２８日（白蓮まつり）、１０月１３日（地区民運動会） 

・ところ：白蓮まつり（安芸城跡）、地区民運動会（土居小学校） 

 白蓮まつり 

この日は通り雨があるのではと、パネルが雨にぬれてはと心配もありながらであった。安芸市

立歴史民俗資料館に相談し軒下に置かせていただき、昼ごろは強い日の光が直接あたるようにな

り、午後からは風の通る木陰に置かせていただいた。 

来場者がパネルの前で立ち止まってそれぞれの写真を見られていた。パネルを置いた場所がち

ょうど書道美術館や歴史民俗資料館が建設前の写真と見比べることができ、当時のことを語りあ

う様子も見られた。 

地区民運動会では動線に邪魔しない場所ということで校舎玄関内に置かせていただいた。地区

民運動会の競技中、校舎内のトイレ利用時間帯に行く人たちが見られた。 
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６ 「廓中ぐるっとめぐりウォーキング 安芸城跡の森・お堀」 活動の手法と報告  

・と き：平成２６年 ２月 ２日（日） １０：００ ～ １２：００ 

・ところ：安芸城跡 

・出席者：１４名  

 

毎日、見ている、こんもりとした安芸城跡の森。今回、土居廓中の中心である「安芸城跡」に

しぼってめぐる。 

安芸城跡の森では年６回の清掃活動を継続しており、平成１２年５月には「安芸城跡支障木に

関する会」が開かれ、同年度より平成１７年度までの６年間、支障木の伐採と除去をおこなって

いた。伐採後、約９年間がたち、今後の手入れを考えるときがくると思う。 

今回、長年、高知県立牧野植物園で勤務された植物の専門家をお招きし、この森の特徴を知り、

皆さんと共有するとともに手入れの基本となる方向性を話し、計画を立て、手入れに生かしてい

きたいと思う。数日前の天気予報では雨。雨を心配していたのが妙に「暖かい」ことが心配な陽

気だった。廓中に暮らす皆さんならではの思いで、安芸城跡の森をゆっくりじっくり、めぐった。 

 

■はじめに 

    廓中ぐるっとめぐりウォーキングで使用する絵図（安喜土居内外細図）には植物名が記されて

いる。実用性で派手ではないけど、花木などを交えながら整った美しさを維持していた武家町の

風景への思いがめぐる。 

今もこの地には絵図とほぼ変わらない区割りが残り、区割りに沿って生け垣や塀があり、区割

りの敷地内に畑があり屋敷があり、畑には柿、柑橘類、梅などがあり、自分で食べるものは自分

で作るという話を聞いているので、現代は現代なりに実用性の木々が織りなす風景があることを

感じる。 

土居廓中の各世帯に「伝統的建造物群保存対策調査報告書」が届けられている。今回、ご指南

いただく専門家の方は、この中の「絵図にみる環境と現在の環境」「城山の特記すべき樹木」等

の記述をされておられ、「特記すべき樹木位置図」を見ながら行くことにした。 

 

１）「安芸城跡の森をめぐる」（講師 鴻上 泰さん（植物研究家）） 

    集合場所の安芸城跡大手門であいさつ。土居廓中の植物の特徴について話された。「特記すべ

き樹木」は絵図に記された樹種の残存の可能性をはかるため直径１ｍ以上の樹木を調査されてい

る。 

土居廓中の植物

の特徴 

・絵図の時代と同じ植物が代を重ねて今もあり、城山も手を入れて更新している。 

・絵図は約３００年前。樹齢は推測であり、絵図の時代よりの樹齢３００年を超え

る昔の木はないし、更新して昔からの木があるとは言い難いが太い木はある。 

・クスノキは長寿の木でこの森の直径１ｍ以上の木では一番多い樹種。ひょっとす

ると城山の西側にある大きなクスノキはそれに近い樹齢の木かもしれない。 

・登り口のケヤキも３００年はいかないだろうが、どうかなと思う木である。 
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土居廓中の植物

の特徴 

・普通この地域ではシイ、カシの森になるが城山にはシイがない。カシも大きい木

がない。一方、ケヤキ、ムクノキ、エノキがあることを見ると安芸川が近いので

地下水位が高いのではと思う。渓谷に大きなケヤキがあり、ムクノキもエノキも

水分が必要な樹木。シイ、カシは乾燥を好み水分があると育たない。 

・この森にはホルトノキがある。海岸沿いにあり大きな木になる。この木は水分に 

も耐えられる。 

・クスノキ、ケヤキ、ホルトノキがあることがこの森の特徴。 

大手門より安芸城跡の登り口へ移動。途中、土塁の桜、桜の木につくヤドリギ、咲き始めた梅、

その横にあるキリ、イチョウなどについて話しながら歩く。 

安芸城跡登り口 

【ケヤキ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【オニグルミ】 

 

【アラカシ】 

 

 

 

【ホルトノキ】 

 

 

 

【タブノキ】 

 

・キヅタ、テイカカズラ、サネカズラが幹を覆う。これほど大きな木になるとこの

木を覆うことはなく影響はないが、葉が幹を覆いすぎるとその部分が腐りが入り

やすくなりことが考えられる。今の状況だと幹を葉が覆いすぎるようになってき

たと見えてくる。 

・年輪を測ればとあるが、木の中心がどこにあるかがあり、また樹木は皮一枚で生

きており、中が空洞になっているものもあり、そうなると年輪でわからない。 

・木が細くても何百年という樹木もあり、それは年輪を数えられないくらい年輪の

幅がつんでいる。 

・地下の根が相当広がっていると思う。 

・オニグルミも谷沿いの樹木。この木があることも川が近く地下水位が高いという

ことを考えられるこの森の特徴。（⇒参加者「今もこの実を取りに来ている」） 

・どんぐりの木。城山には大きい木はないが小さいのはある。 

・上層部の木が枯れてなくなり、上が明るくなると伸びてカシが優占するようにな

るかもしれない。小さいまま耐えられる木。伐られても萌芽力が強い。炭や薪に

するに良い木。シイは火力がなく薪にならない。カシが使い道がある。 

・ヤマモモに似ているが赤い葉が入っているのでわかる。 

・「ポルトガルの木」の意味。ポルトガルの木はオリーブのこと。オリーブを初めて

みた平賀源内が、オリーブみたいな実がある木で、この木の実はオリーブの代わ

りに使えないが似ていることから名がついた。大木になる。花はきれい。 

・葉が線香に、樹皮が薬になる。 

※安芸城跡登り口周辺でケヤキ、アカラシ、オニグルミ、ホルトノキなどを観察 
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安芸城跡三の段 

【ケヤキ】 

【クリ】 

【コナラ】 

 

【クスノキ】 

 

 

 

 

 

 

【ハゼノキ】 

 

【ﾔﾌﾞﾆｯｹｲ、ｼﾛﾀﾞﾓ】 

【オニグルミ】 

 

 

【コバノタツナミ】 

【セントウソウ】 

【ｱﾘﾄﾞｵｼ､ｸｽﾄﾞｲｹﾞ】 

 

【ヤブミョウガ】 

 

・樹皮の特徴の観察。木目が美しい木。 

・鉄道の枕木に使われる木。薪には良くない。 

・ナラの木は燃料に良い。他にもリョウブが燃料に良い。ナラやリョウブはチョ

ロチョロと何時間でも燃えてくれる。 

・高知にあるクスノキは自生かどうかわからない。植えられているのが広がった

ものと考えられる。（⇒参加者「土佐藩が火薬の材料として作って売った」） 

・きれいなオイルがとれ、防虫剤になるくらいだから虫がつかない。長生きする。 

（⇒参加者「よく庭にこの木が出てくる」） 

・この実を鳥が食べる。最初に食べるのがこの実。冬を越すため脂分が多いもの

を食する。逆に脂分が少ない樹種（イイギリとか（イイギリは城山の東側にあ

り））は最後まで実が残る。クスノキは発芽率が良い。 

（⇒参加者「江戸時代、五藤家は山にハゼノキを植え、どこに何本あったかを記

していた」） 

・匂いをかいで観察。 

（⇒参加者「三の段にあるオニグルミの木のもとに食痕がある実を見つける。か

じった痕よりアカネズミと判断。この森にいることがわかる。実の表面がご

つごつしているのでオ二という名前がつくと聞く」） 

・花の形を観察。そこから名前（花が立ち上がった様子が立浪に似るから）。 

・早春の花。 

・棘（とげ）のある植物。アリドオシは「一両」。「千両」「万両」はその名の通

りの植物がある。 

・ミョウガに似ているがツユクサ科。 

 

※安芸城跡 三の段でケヤキ、ヤブニッケイ、シロダモ、オニグルミなどを観察。 
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安芸城跡二の段 

【イスノキ】 

 

 

 

 

 

・この木が多くなると森が暗くなる感じになる。 

・虫えいができるのが特徴。１２種類の虫こぶができる。ユスノキ、ヒョンノキ、

サルブエとも言う。 

・虫えいは実のように見えるが実ではない。虫が出た穴を吹き笛にした。ヒュー

ヒュー鳴らして遊んだ経験もあるのでは。ヒョンノキはそこより名前がつく。 

（⇒参加者「遊んだ」） 

安芸城跡 虎口 

 

（⇒参加者「こぐち」） 

・周囲を見るとクスノキ、タブノキ、ホルトノキ。この森を特徴づける木々たち。 

（⇒参加者「クスノキの葉をもんでにおいをかいでみる」「上を見上げてどれが

タブノキでどれがホルトノキか見る」） 

安芸城跡 詰 

【イスノキ】 

 

 

 

 

【ヤマモガシ】 

 

 

 

【ミミズバイ】 

 

 

【ヤブツバキ】 

【ヤダケ】 

 

・イスノキは腐らない。黒く立ち枯れてもそのまま残る。 

（⇒参加者「森が暗くなる木であるなら適度に伐って、その木を階段に使うと良

いのではないだろうか」 

（⇒参加者「山裾はそのままで遠くは見通せるよう中伐りにしていた。陽が林内

に入り込むよう、風通しがよいようにする必要があると思う。」 

（⇒参加者「この城山のふもとで色のきれいなガを見た。図鑑で調べるとサツマ

ニシキに似ていた。食草を見るとヤマモガシとあったのでサツマニシキと判

断。ホルトノキを別名「モガシ」といい、この木の実がホルトノ木の実に似て

いて山にあるからヤマモガシの名前。」） 

・実がいっぱい並んでいるハイノキの仲間。実がミミズが顔を出して並んでいる

ように見えるハイノキだからその名前がつく。ハイノキは枝葉を焼いた白い灰

が使われることからついた。 

・ヤブツバキもこの森の特徴。 

・タケが入ってくると後が大変となる。節の間が長いのが特徴。タケはのけた方

が良い。 

※安芸城跡 虎口、詰でクスノキ、タブノキ、ホルトノキ、ヤマモガシ、イスノキ、ヤブツバキ、

ミミズバイなどを観察 
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    今回、安芸市立歴史民俗資料館に、五藤家安芸屋敷の敷地内にある西隣の家の前にある庭を見

させていただくことを相談して了解をいただいており、そちらへ移動。 

    途中、三の段を南側より眺め、タケが繁茂している状況をみる。以前、伐採した後、明るくな

ってタケが一気に広がったと聞く。地道にタケを刈っていく必要があるのではと感じた。 

 

五藤家安芸屋敷敷地内 

西隣の家の前の庭 

（⇒参加者「昔はカラ池（枯山水）だったと聞く。中央が亀石。雨上がり

の後は池のように見えることがわかった。」） 

※五藤家安芸屋敷敷地内 西隣の家の前や周辺で、カラ池周辺、庭の木々を観察。 

     

    歴史の方の話で「城」は「土」で「成る」と書き、もともとは土で作った、人が入り込みにく

い施設ということを聞く。 

    安芸城跡へ来ると、山城をめぐっているであろう歴史に関心のある方たちと出会うことがある。 

その方たちより、この城跡は素朴なのが良い、このままの状態が良いと聞く。そう思う地元の

方も多いのではないかと思う。 

安芸城跡の森をゆっくり、じっくりめぐり、森の特徴と現況を知る有意義な時間であった。 

めぐる中でいろいろな木々があり、そんなに覚えられないという声もあったが、まずは身近な

木々より親しみ、毎日みる森でいつでも会えるので、散歩がてら木々に会いに行かれてはと思う。 

    講師よりのコメント。 

    「安芸城跡の森の手入れには、景観が大事になってきます。見晴らしを良くするのに、中伐り

や竹をのけていくとかになるのではと思いますがいかがでしょう。」 

    地区長より御礼の言葉。 

    「森の中に光を入れるのにどうやって手入れを考えたらよいか、それをうかがえて良かったで

す。ありがとうございます。」 

  

２）お堀について 

お堀のハスについて調べている参加者より、徳島のレンコンの専門家をたずねうかがったこと

をもとに安芸市立歴史民俗資料館に保全の提案をしていることに関して、話をさせていただいた。 

お堀にいるカメ ４種類確認（イシガメ、クサガメ、スッポン、ミシシッピアカミミガメ） 

外来種のカメの影響 堀のハスが消えたという事例あり。外来種（ミシシッピアカミミガメ）

によるもの。カメ対策が遅れたことと聞く。 

安芸城跡の堀と外来種 ここの堀にも外来種がいる。もしかしたらここのハスも消えてしまう？ 

外来種カメ捕獲 カニカゴを使って捕獲する方法がありカゴの準備はしている。 
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■のぼり旗の作成 

年６回おこなっている清掃をはじめこういった活動を廓中の地元の者がしていることを提示 

できたらと、のぼり旗を検討し、１０月６日の地区民運動会慰労会で５つの案を模型で提示した。  

色について、武家町をイメージする色？廓中の色って何だろう？明るい色はどう？などが考えら

れた。１０月１３日の地区民運動会では、５つの模型の旗を持って応援もした。 

廓中は生け垣をイメージするから緑は？では、旗と町並みの風景が溶け込んでしまいすぎるので

はないかといったこと、武士の印象として、黒や白を基調としたら？では、ちょっとびっくりする

かもといったこと、などより、ここは古くは武家町で、昔は布を染めるには藍だったこと、藍で染

めた布のものが残っているといった話をうかがい、藍色というか濃い紺色で作ることにした。 

今回、６枚の旗を作成。うち３枚を予備として破れたときに使うものとして保管したいと思い、

３枚までを使うように考えている。 

１１月２４日の廓中めぐりで旗をお披露目。旗のポールは竹で作った。独立して立てるようにと、

この日は簡易な脚を木で作って組んでみた。 

外に置くものなので、脚は重かったり長かったりすると持ち運びに少々面倒ではと、軽めのもの

にした。脚を長めにしようかと思ったが旗で風を受けるので、びゅんと吹いたり風が回ったりする

と、どっちみち倒れると想定。よって現在のものは風に弱いことが前提のもの。現在のものでは、

土のうとか重いものを乗せるようお願いしたい。 

 

 
１１月２４日、廓中めぐりでお披露目。 

穏やかな日和だったが、心地よい風は吹き、 

その風を受けて五藤家安芸屋敷の庭で旗が 

なびいた。 

（そんな風でも置いたままでは倒れる） 
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７ 「日頃の活動のお疲れ会も兼ねて 意見交換会」 活動の手法と報告  

・と き：平成２６年 ２月２４日（月） １９：００ ～ ２１：００ 

・ところ：土居公民館 １階和室 

・出席者：７名  

  

最終年度の活動を振り返り、３ヶ年の活動と成果、今後への展開の意見交換の会を開催。日頃

の活動のお疲れ会も兼ね、親睦を深めた。 

    会の開催にあたり、３年間の活動（平成２３年７月～平成２６年２月）を１冊にまとめた活動

報告集を作成し事前に各世帯に配布。お目通しいただき、当日、出席される方は持参していただ

くようにお願いした。 

    安芸城跡の堀には白い花の蓮がある。平成２５年の夏はたくさんの花を見ることができたが、

花が少ないときもあった。廓中に住み蓮の観察をしている方より、レンコンの専門家にうかがっ

てきたことを事例報告で報告があった。 

 

■内容：１）事例報告「安芸城跡の堀の蓮」保全についての提案 

      ２）意見交換 

       ・本年度の活動の振り返り  ・３年間の活動と成果、今後について 

 

１）事例報告 

    「安芸城跡の堀の蓮」保全についての提案 （報告：松本 孝さん） 

     平成２５年８月に蓮の専門家をたずねてうかがったことを基に安芸市立歴史民俗資料館に

提案し取り組んでいることを報告した。 

 

※はじめに 

安芸市立歴史民俗資料館では、安芸城跡の森をフィールドに年３回「しろやま、たんけん」を

実施し、ここ数年、第 1回目は 7月におこなっている。 

今年は日本自然保護協会が「自然しらべ」でカメをさがそうとおこなっていて、安芸城跡の堀

にもカメがいるので、今年はカメの観察をした。 

カメを観察したことで、その後、気になって調べてみたことがあった。 

鳴門市ではレンコンの収穫量が減っているとあり初めて知り、また、愛知県内にある寺の堀で

はハスが消え、それらの原因がミシシッピアカミミガメら外来種による食害とわかったとあり、

佐賀城の堀でもハスが消滅し、これもミシシッピアカミミガメによる食害とわかり、外来種の駆

除とハス再生に取り組んでいることを知った。 

一方、外来種は自らやってきた訳ではなく人が持ち込んだもの。このことは考えなければなら

ず、カメを悪者にしているのはどうして？ということである。 

ここ数年、安芸城跡の蓮の葉が何か変？花が少ない？というのをよく聞くようになった。 

安芸城跡のお堀にもミシシッピアカミミガメがいる。 

他のハス消滅地区の報告にもあるように、この外来種のカメによる食害があるのだとしたら、

安芸城跡の堀のハスも消えるかもしれない。 
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私は安芸城跡の堀の蓮の保全につながるのではと、レンコンのことを知ろうとレンコンの書籍

を読んだことがある。 

レンコンの田と城跡の堀とでは環境も目的も違うと思うが、蓮の維持管理に何かヒントのなる

ものがあるのでは、ぜひ著者に会いたいと思ったことだった。 

ここ数年の７月の安芸城跡の堀の蓮の様子。 

①H２０年（７／２０）  ②H２３年（７／２４）   ③同      ④H２５年（７／３０） 

    
     平成２３年は葉が変？花が少ないという意見をよく聞いた年で記憶の方も多いかと、また今

年で９回目を迎える「白蓮まつり」で、最初の年は確か開催日に一つ咲いたと記憶している。 

平成２５年は多くの白い花の蓮を楽しむことができた。安芸城跡のお堀の白蓮を今後も受け

継ぐことに生かしていきたく、うかがったことを基に保全への提案を記す。 

 

１ 蓮が健全に育つ状況（土、水、地下茎）について 

私が数年前に観察用に採取した安芸城跡の堀の蓮の種子を見せた。種子を見て、食用のレンコ

ンに似ているとうかがった。レンコンは大型の蓮で、明治になって入ってきたとのこと。 

堀のように掘らないところでは地下茎が重なり合う状況になるとうかがった。そして泥の中で

は腐らないが重なると中途半端に腐ることがあり、そうなると酸欠になるとのこと。 

  私は気づきかなかったが平成２３年の写真では、７月なのに葉が黄色になっているのが写って

いる。葉が黄色くなるのは外来種のカメの影響とは別のことで、堀の泥を採取して分析（ｐＨを

はかる）ことをすすめてくださった。 

    レンコンだったらｐＨが「９」を超えたらダメで生育が悪くなり、酸欠対応は水質を良くする

ことで、水質悪化でｐＨがあがるとうかがった。 

私より、堀の土をかき混ぜるではどうかとたずねた。安芸消防署や地区の消防屯所に水を入れ

ている消防車があるなら、水の入れ替えのためどこかで放水をしているのであれば、堀へ放水す

ることは可能かどうか、うかがってみたい。可能であれば泥を水圧でかき混ぜることができると

考える。 

水でかき混ぜてみるのも良いとうかがった。例えば、試験的に１０ｍ×１０ｍ四方で場所を決

めて実施し、その後の様子を他のところと比較をし、効果があるなら範囲を広げてできるよう対

策をとっていくと良いとうかがった（行政への提案、予算化、等）。 

かき混ぜるのにどの時期が良いかうかがうと、花や葉が枯れてきたら可とのことだが、寒い時

期に入っていくし、地域の方たちとするのであれば春先でも構わないとのこと。 

春先で思い出したことで、平成２３年は春先が寒かったと記憶している。葉が変？花が少ない

のも春先の寒さの影響ではと話したこともあった。 
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鳴戸でも春先に寒さにあたったら影響があり、つきが悪くなると話してくださる。また裏年、

表年もあるとのこと。堀のようにその敷地の内側に地下茎がいっぱいになると、つきが悪くなる

こともあるよう。 

レンコンの産地では収穫で土をかき混ぜるし土の掃除をするのが良いと話されたが、安芸城跡

の堀はそうもいかないと思う。 

水圧で泥をかき混ぜたら、泥の臭いがあると思うので夏は避けること、種子が堀の中に落ちる

ので泥をかき混ぜると無数の種子が出てくるのではとも話された。種子は重いので土の中へ入る

よう。 

いろいろな種類の蓮がある中で、安芸城跡の堀というように古い頃より同じ種の蓮が今もその

地にあることに大変関心をもたれていた。高知県内の寺の蓮も同様に葉が黄色くなって、見にい

ったことがあると話されていた。 

 

■「安芸城跡の堀の蓮」保全への活動計画（その１） 

実施すること 調査ポイント 相談機関 実施時期 

①堀の泥の採集と

分析 

・ｐHの値 

（９を超えるかどうか） 

・地元の農業機関 

 

 

②堀の泥をかき混

ぜる 

・１０ｍ×１０ｍの試験区

の設置 

・地元の消防に水を入れた

消防車があり水の入れ替

えがあって堀での放水が

可能かどうか 

・試験区の様子を見比べる 

・消防署、消防団 ・堀への放水が可能なら葉

や花が枯れた頃、もしく

は春先 

（夏は避ける） 

 近隣の皆さんに事前周

知で了解を得ることが

大事 

 

２ 外来種のカメと蓮について 

堀の中にどんなカメがどのくらいいるかは、１回はした方が良いとうかがった。 

仕掛けは「カニカゴ」。気をつける点は、カメは水の中にいるとおぼれること。１時間半でお

ぼれるので、カゴに入っているかどうか１時間ごとに引き上げること。 

在来種のカメだったらその場で放し、外来種のカメ（この場合、ミシシッピアカミミガメ）は

捕獲する。カゴが沈まないようにペットポトルを入れてやっているとうかがった。 

エサは魚のアラ。時期は９月中だと大量に入るよう。１１月までは捕獲可能な期間と話された。 

どんなカメがどのくらいいたかを知り、翌年の３月、４月に再度おこない、カメの専門家のコ

メントをとって対策してみるのが良いとうかがった。（行政への提言、予算化、等） 

カメは対策が遅れると蓮が消えますと話された。報告によると鳴門市の水路に普段から見られ

るのはミシシッピアカミミガメとクサガメで、胃の内容物鑑定ではアカミミガメからはザリガニ

と多くの植物体を確認し、大学の鑑定で植物体にはレンコンが含まれ、クサガメからはジャンボ

タニシのみとある。 

こういった調査よりレンコン食害はミシシッピアカミミガメによると判断し、泥の中より水中 
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に出た蓮の新芽や花芽が水面に出る前にアカミミカメに食べられると聞く。 

蓮が消えたという報告のある地区は対策が遅れたことにあるよう。蓮が消えて蓮の再生と外来種

の駆除をおこなっているのだが、いったん蓮が消えたりカメが繁殖したりするとなかなか難しく、

遅れてはならないと感じたことだった。 

安芸城跡の堀で私が見たカメは以下の４種。現在、カメの研究では、クサガメが外来種という見

解があり、イシガメとクサガメが同じところにいると混ざったカメが出現するのが問題となってい

るとうかがった。 

 
※クサガメ   ※イシガメ（子ガメ）   ※スッポン        ※ミシシッピアカミミガメ 

    
 

■「安芸城跡の堀の蓮」保全への活動計画（その２） 

実施すること 調査ポイント 相談機関 実施時期 

①堀にカニカゴの

設置 

・入ったカメが溺れないよ

うに１時間ごとに引き上

げる 

・どんなカメがどのくらい

いるかの把握 

・カニカゴ、エサ（魚

のアラ）の調達 

（漁具店、釣り具店、

魚屋） 

  

・９月中（～１１月までは

可能） 

・翌年の３月、４月 

 （在来種は放し、外来種

は捕獲） 

②捕獲した外来種

カメ（ﾐｼｼｯﾋﾟｱｶﾐ

ﾐｶﾞﾒ）の処理 

・捕獲後の適切な対応 

・冷凍庫で凍死 

・焼却もしくは埋める 

・動物愛護管理法 

・保健所、自治体等

の処分方法 

・冷凍庫の調達 

・夏場だと土に埋めると２

ヶ月ほどで原型がなく

なるとか 

外来種のカメを捕獲したら、冷凍庫で凍死させて焼却する方法をとっているとのこと。 

 

３ 蓮の特徴について 

種子を見たときに食用のレンコンに似ているとが話されたのははじめに記した。 

蓮の花を楽しむなら花の色はピンクだと思うと話され、白ということは花も咲くが食べること

があったのではとのことに、食べることはなくても何かのときに備えようとしたのかもと推測し

ながら話したことだった。 

蓮は小型と大型があり、小型は堀のようなところでは残れないと話された。そして、大型が淘

汰されて残っていると話され、また大型の蓮は、大きくならないと花はなりにくいとうかがいま

した。 

蓮はその大きさにあわせた大きさになると聞いたことがあり、そうとうかがったが、大型の 

蓮はバケツ程度の大きさでは花はなりにくいということのよう。 
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安芸城跡の堀の蓮の種子を家で育てている方たちは、大きな入れ物で育てないと花はなりにく

いということを何かの機会で話す必要があると感じた。 

安芸城跡の堀でこの蓮を広げていくなら、同じ色の花ということで地下茎を切って植えるとそ

れでいけるとうかがう。種子から出た蓮は、その花の色の蓮になるかどうかはわからないからで

ある。 

白と赤では白の方が強いとうかがい、安芸城跡の堀の蓮は赤みのない真っ白であり、この種子

から出るのも、たぶん白と話されました。 

種子からだとどんな花の色かわからないので、何色になるか楽しみにと話していたので、長年、

気になっていたことがわかり良かった。 

 

４ 蓮を楽しむ 

地域で蓮の催しについてたずねられ、「白蓮まつり」のことを話した。私も植物の専門家より

聞いていることに、白い花の蓮自体は珍しい種ではない。 

私が以前に見にいった岩国では、見渡す限りの一面のレンコン田んぼに白い花が咲く風景が広

がっていた。レンコンの産地では多くの花はつけないとうかがい、そういえば、花と花の間隔は

あったように思う。 

白い花の蓮は各地にあるが、安芸城跡は「城跡・堀・白い花が咲く蓮」の３つが組み合わせて

揃っており、古くからその風景が今もこの地にあることに、ここならではの特徴があると個人的

には思っている。全国にもこの３つが揃う城跡があるとも聞く。かつては高知城もお堀に蓮があ

り白い花がのぞかせていたと記した資料を見たことがある。 

地域で蓮を楽しむ催しがあるのなら、なおのこと蓮の花がこれからも時期になったら咲き、楽

しめるように受け継いでいくことが大事と話され、私もそう願っている。 

レンコンをその催しで味わうことをうかがってみると、７月下旬はレンコンができていないの

で、その場合だとそれまでに収穫したものを水煮とかにしておけばとうかがった。 

蓮に関して必ず聞かれることに「花が咲くときにポンと音がする」がある。私はそのような問

いかけをいただいた際、ポンという音は聞いたことがないと話し、音といえば安芸城跡の堀で朝、

セミがまだ鳴かない静かな時間帯のときに花を見ていたら、下にいるコイがゴボッとする音は聞

いたことがあると話した。 

おそらくそういうこと思うとうかがい、音については昔から夢というか話があるから、夢を壊

さないようにと思いながらでもいると、含みを持たせるかのような感じで話されたとき、私は今

まで何人もの方たちの夢を壊してきたことに自分の小ささを感じた。今後は本質を話しながらも

夢のある話では壊さないように配慮できるよう心がけたい。 

コイの話がでたところで、地元ではコイが蓮を食べるから一緒にしてはいけないと言われて、

今は一緒にいるが蓮がなくなることはないことに、どうだったのかと話がでることを話した。 

コイは蓮を食べるとうかがった。ただ影響はないとのこと。コイが蓮を食べるのは間違っては

いなかったことに、これも長年のつっかえもとれたような気分である。 
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■これからのこと（おわりに） 

安芸市立歴史民俗資料館と協議をし、保全への活動計画①にある「堀の泥の採集と分析」の泥

のｐH調べよりおこなうことにし、高知県安芸農業振興センターに相談し、都合を調整して９月

に県の職員の方による泥の分析をしていただいた（４ヶ所）。 

後日、土壌ｐH 分析結果が届き、ｐH は４ヶ所とも「９」以下（6.5 前後）で、適正と思われ

ることがわかった。また、ややヘドロ臭があるが悪臭ではないこともわかった。 

早速この分析結果を報告。蓮との関連をどのように判断したらよいかをうかがうようにしてい

るがまだうかがうになっておらず、また報告する。 

 

※この次の取り組み予定 

【外来種のカメ捕獲】 

保全への活動計画②にある「カニカゴの設置」「外来種カメの捕獲」をこの次の取り組みとし

ている。 

カメ捕獲については、捕獲した外来種のカメを入れる冷凍庫や処分について、安芸市立歴史民

俗資料館が安芸市環境課に確認をしたところ、ロードキルなどの動物を置く場所があり、冷凍庫

とのこと。焼却処分していると聞いた。そこへ持ち込みが可能のよう。 

高知県安芸保健所にたずねたところ高知県の環境担当の課に聞き、以下の話をうかがった。 

 

・外来種の駆除は安楽死しかないこと   

・他で実施されているように冷凍庫で凍死 

・捕獲した生き物にはいろいろな菌がいるため取り扱い要注意（感染させない） 

・他を汚染しない 

・捕獲したカメが逃げ出ないように何重にもしておく 

（例えば発砲スチロールのような入れ物に、捕獲したカメをビニル袋で何重にも入れて出ないよ

うにして、他を汚染させない） 

・自宅の冷蔵庫・冷凍庫はもってのほか 

（このことは食品を扱う大きな施設（大きな冷凍庫）にも同様に入れないことと判断） 

 

関係機関に事前に連絡をして、より具体的に対処を検討してからカメ捕獲に取り掛かりたいと

思う。カニカゴは９月に準備しており遅くても１０月中にはと思っていたが、同様に都合がつか

ず、仕掛けにもなかなかならない。 

 

【葉が枯れた後から新芽が出るまでの間（冬～春）の取り組み予定】 

堀の土をかき混ぜる方法として、消防に相談してみることは安芸市立歴史民俗資料館と話をし

ているので、状況をみながら取り組んでいきたいと思う。 
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蓮やカメのことで以下の意見があった。 

蓮のこと、カメのこと コメント 

水路で赤い模様の入ったカメを見るが、

見つけたらどうしたらいい？ 

捕獲の仕掛けを置くのにどこにいるか必要なのでどこに

いたか知らせてください。手で捕まえるのは要注意。手を

持っていくと噛まれる恐れがあります。 

蓮の花を午前４時ごろから見るという

話を聞いたことがある 

 

岡山市の後楽園で７月に「観蓮節」という蓮の花を楽しむ

行事があり開園が午前４時。軽い朝食（点心席）や茶席、

蓮の苗の販売等があると聞きます。 

安芸城跡の森をめぐった日（２月２日）に堀にカメがいたのを見た参加者がおられた。 

 

 

 

安芸城跡の堀の白蓮（撮影日：平成２５年７月３０日） 
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２）意見交換 

平成２３年７月から平成２６年２月までの活動報告をあらためて見る。 

配布した製本に訂正個所あり（47 頁、１０：００～（誤）⇒  ９：００～（正）） 

  55 頁、安喜土居内外図（誤）⇒ 土居内外細図（正）） 

本年度の活動の振り返り、３年間の活動と成果、今後について意見を出し合った。 

主な内容を以下に記す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の機会があったか

らできた、一つのこと

があってできた、人を

知ることができた 

こういったことをやろ

うと思ってもできな

い、活動支援や地区の

方たちの助けあいがあ

ってできた 

 

１年目の意見交換で各

自が思うことを紙に記

して提示したことは参

加者が確実に参加でき、

前向きのことを語れる

場となってよかった 

 
ぐるっとめぐりの報告

で土佐弁でそのまま記

しているのが報告を読

む気になり、このよう

にしてくれて良かった 
五藤家安芸屋敷の庭で

お茶を点てて過ごした

とき、廓中でしか味わえ

ない時間、廓中の良さ、

豊かな時間を感じた 

昔の写真をパネルにし

たこと、刃物研ぎをした

こと、安芸城跡の森をめ

ぐるなど、良かった 

保存会の活動の歴史、

積み重ねをあらためて

知った 皆さんと関わることで

知恵を教えてくれ、暮

らしのことで見聞きし

ておきたい 

ご年配の方より、昔と同

じと話してくださった

のが印象的だし、これか

らもその風景を受け継

ぐよう思う 

子どもたちが見る、

知るきっかけにな

るし、今後もそうあ

りたいと思う 

 

この３年間、 

面白かった 

 

３
年
間
の
成
果 
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３年間の活動や今後のことを話しながら、ほかにも日頃のことや地震のことなどを時間まで語り

合った。 

 

地域で今まで受け継い

できた風景をこれから

も受け継いでいこうと

することだから、いろい

ろと事情はあると思う

が、より多くの方が来て

欲しかった思いもある 

活動に参加はなくても

生け垣のある方はちゃ

んと刈るという思いは

あるのは感じる 

ウバメガシの手入れ講習

を考えたが、自分たちが

やって大きな穴があいて

しまうとか、取り返しが

つかなくなることもある

のではと実施にはいたら

なかった思いがある 

気になったこと、気のついたこと 
ウバメガシは毎年刈っ

ていくと新たに刈る出

てきたところは柔らか

いし、そんなに慎重に

ならなくても良い木で

はある 

この３年間の活動報告は本年度の 52 世帯に配布しており、現在、廓中を離

れて暮らす方でかまわなければお渡ししたりお送りしたりして、活動内容を

見ていただくのはどうだろう、高知市の五藤家にも見ていただけたらと思う 

今後のこと 

これからは毎年、その年に取り組む柱を決めて続けていったらよいと

思うし、この３年間でその筋道ができた 

１年目の検討会で意見のあったことで、次回の押しぶち交換のときは

映像で記録を残そう 
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④平成２５年度支出 

  支出の科目の内訳を以下に記す。 

科 目 項 目 

事務用品費 コピー用紙、封筒 

インク代 

事務用品 

ビニルケース 

インク代 

インク代、コピー用紙 

厚紙、インク代 

ファイル代 

インク代 

テープカートリッジ 

 

 

科 目 項 目 

活動費 のぼり旗材料費 

のぼり旗作成費 

コピー代（11／24使用） 

のぼり旗材料費 

   〃  

熊手（大２本、小２本） 

生け垣バリカン 

手袋、安全メガネ 

意見交換会資料作成費（製本 60部） 

デジタルカメラ 

成果、報告書作成にかかる経費分 

コピーにかかる経費 

 

科 目 項 目 

通信運搬費 郵便代 

 〃 

 〃 

封筒 

 

科 目 項 目 

傷害保険費 活動保険費（11／24分） 

活動保険費（12／15分） 

活動保険費（1／19分） 

活動保険費（2／2分） 
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科 目 項 目 

報償費 講師謝金（12／15） 

講師謝金（1／19） 

講師謝金（2／2） 

 

科 目 項 目 

委託費 活動計画報告作成（製本 120部） 

活動計画報告作成（製本 180部） 

保存会活動小冊子（製本 180部） 

 

科 目 項 目 

旅費 総会旅費（高知東京 1泊往復ﾌﾗｲﾄ） 

  〃 （電車運賃、駐車料） 

   

  製本の配布先を以下に記す。 

配布先 部 数 

※廓中各世帯配布（平成２５年度 ５２世帯） 

（土居公民館、安芸市立歴史民俗資料館、等含む） 
６０部 

※廓中を離れて暮らす方で構わない方に渡したり送ったりする 

 
３５部（この数量は確保） 

※すまいのまちなみ事務局提出・事務局  

               受賞団体（希望するところ） 

  ５部 

～３０部（１部／団体） 

※１年目視察先（～５部）、２年目シンポジウム主催者（～３部）、 

 ３年目講師（植物、打ち刃物（各１部））の方に送付 
～１０部 

※保存会の活動を話す場がある際に参加者（希望する場合） 

 （３月にボランティア・NPO 団体、青年会議所ありと聞く） 
～２０部（１部／団体） 

※状況をみながら配布したら良いと判断したら渡す 

 
～２０部 

合 計 １８０部 

 

   
            

  すまいのまちなみ総会が６月に開催され、事務局提出分はその際に持参し希望団体に配布する。 

【左端】土居廓中の長い歴史の中の町並みと

保存会が取り組んできたこと、今回

の活動で実践したこと等を共有し、

後世に伝え、活動で活用できるよう

作成した冊子（本文１６頁） 
 

【中央】平成２３年７月から平成２６年２月

までの活動報告（本文６０頁） 
 

【右端】平成２６年２月意見交換会報告 

    （本文１０頁） 
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⑤平成２５年度成果と今後への展開（成果と残された課題） 

 ３年目の方針とした「共有できるものをまとめて冊子にし、後世へ伝え、活動で活用する」、「実践

の場とあわせて継続できる維持管理活動となる地域コミュニティの構築を目指す」ことの意図するこ

とは達成できたのではないかと考えるが、総合的な評価はお住まいの皆さんに委ねたい。 

 ２月２４日の意見交換会で語り合うに、「これからは毎年、その年に取り組む柱を決めて続けてい

ったら良いと思うし、この３年間でその筋道ができた」という話がでたことは、長年、保存会が取り

組んできたことが基盤の上に、この３年間の活動を積み重ねたことではじめて到達できる見解ではな

いかと感じ、成果を簡潔に言うならこれに集約されるのではとも感じた。 

 １年目より実施した生け垣手入れ講習の成果として、自主的に実践の場を設けたり、２年目より実

施した、安芸城跡を中心にした地区全体を視野に入れた活動（廓中に暮らす者ならではの視点でぐる

っとめぐる）では、その場で貴重な話をうかがえ、後日、話をうかがいに行く機会を活動を通してで

きたりもした。 

知らないことを知るのは大変興味深く、また若い時分には関心もなかったであろうことが、年齢を

重ねるにつれてもっと深く知りたい思いになっていく気持ちの変化も自ら感じ、年を重ねるのは良い

ことと実感する。 

 聞き取りなどは十分ではないが、「また聞かせてください」で今後も時を見ては継続してうかがい

にまいりたい。 

 昨年度の課題として示した「地区全体に共通することで生け垣の維持管理につながることをしてい

く必要がある」ことについては、自主的な実践の場で「刃物の手入れや研ぐこと」を参加者同士が会

話していたことより刃物研ぎ講習実践に結び付けたもので、この課題解決にも結びつくのではとも思

った。 

 地域の学校への協力や呼びかけもできたらと考えていたが、３年間の最終年度の本年度は、ねらい

とした地域コミュニティの構築を目指すことを優先したいスタンスでいたため、具体的な呼びかけに

はいたらなかった。が、この３年間の活動が礎となり、今後の取り組みもより明確にできると思うの

で、学校側への呼びかけは、むしろ今後のほうがより良いのではと最終年度を終えるにあたり感じた

ことだった。 

  

⑥３年間を終え事務局への要望 

「すまいのまちなみ」では、当初は建造物や構造物が評価しておられ、それはその時代の価値観で

あったと思う。その後、それでよいか悩みもあったようで地域のコミュニティや人と人とのつながり

が大事ということに辿り着き、現在にいたったとも聞く。 

２月２４日の意見交換会であった「人を知ることができた」というのは、単にお会いしたではなく、

まさに人と人とのつながりを意味するものと思う。 

貴重な機会と支援をいただいたことに深く感謝を申し上げる。 

「すまいのまちなみ」総会で感じることに、受賞団体の評価の中にランドスケープの視点があるこ

とに心強く思ったことだった。 

見えているものを支える見えないもの、見えにくいものを読み取ることが何より大事と思うので、

今後もランドスケープの視点を基盤にした選考、支援に期待したい。 
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２ 「武家町」としての思いと目指すもの（近い将来、取り組む課題） 

   １年目の会でいろいろな意見が出てまとめ、可能なところより今後の活動に反映できたらとして

いたが、道半ばである。 

   廓中の区割りを示すものとして側溝の石があり、ずれていたり歯抜け状態だったりの場所もある

ので、廓中のまちなみを構成し、昔の絵図にも描かれ、連続した風景が時代を超えて受け継がれて

いる側溝の石をまず整然としようという意見は反映できたらと考える一つである。 

   どんな石が良いのか、どう置いたらよいのか、その基準や判断もあるかと思う。費用も伴う。 

   そこで住民のみでおこなわず、予算を伴う新たな制度を活用し進めていくと良いのではと思う次

第である。 

   昨年度も記したが、今後も心穏やかに日々の暮らしの中で、奇をてらうことなく地道に取り組む

ことと思う。 

 

 

■終りに 

 中世の時代のもの、近世の時代のものなどの風景の記憶が刻まれている武家町の地に、私たちは

日々暮らしており、昔から受け継いできた歴史のある土居廓中をこれからも大事にしていきたいとい

う思いは皆さんあると思うので、３年間の活動を礎に次への一歩としたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  平成２６年 ２月       

ふるさと土佐土居廓中保存会  
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「維持管理活動に関する調査費（活動費含む）」を活用して作成しています。 
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